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(57)【要約】
【課題】雌ルアーを殺菌するための単純で経済的な装置
を提供すること。
【解決手段】微生物洗いブラシ２０は、アルコールと相
溶性のある材料のハウジング２１、２１’、５１内に収
容され着脱可能な蓋２３によって封止された、殺菌性抗
菌薬を含浸させた発泡材料２２、２２’、２２’’、２
２’’’、４７、４７’のインサートを採用する。使用
の準備ができるまで、インサート２２、２２’、２２’
’、２２’’’、４７、４７’を無菌状態に維持する。
蓋２３を除去した後、発泡材料２２、２２’、２２’’
、２２’’’、４７、４７’のインサートを、ルアー４
０の外側表面並びにルアー４０の内側を清潔にするため
に、雌ルアー４０の端部を覆って移動させ回転させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹所（２６）を形成し開放端を有するカップ形のハウジング（２１、２１’、５１）と
、
　前記凹所（２６）に配置され前記ハウジング（２１、２１’、５１）の前記開放端に露
出された、発泡材料の消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）
と、
　前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）中の消毒剤とを
有し、
　前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）が前記凹所（２
６）内で回転するのを防止するために、前記ハウジング（２１、２１’、５１）が、径方
向に向いた前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）に係合
する複数のリブ（２７）を前記凹所中に有することを特徴とする微生物洗いブラシ。
【請求項２】
　前記ハウジング（２１、２１’）が、長手方向軸線周りの円筒形のものであり、前記凹
所（２６）が、円筒形であり前記軸線と同軸であることを特徴とする、請求項１に記載の
微生物洗いブラシ。
【請求項３】
　前記ハウジング（２１、２１’）が、前記凹所（２６）を形成するように、ベース（２
４）と、前記ベース（２４）に固定されそこから延びるリング（２５）とを含むことを特
徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項４】
　前記ハウジング（２１、２１’、５１）に着脱可能に取り付けられ、前記凹所（２６）
及び前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）を覆って封止
する蓋（２３）を有することを特徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項５】
　前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）が、メスルアー
（４０）の外側表面を包むための環状部分（３５）と、前記メスルアー（４０）の中心通
路内に挿入するための、前記環状部分（３５）内の同心の中心部分（３６）とを含むこと
を特徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項６】
　前記消毒部分（２２、２２’、２２’’、２２’’’、４７、４７’）が、半連続気泡
型の親水性の医療用ポリウレタンフォームであることを特徴とする、請求項１に記載の微
生物洗いブラシ。
【請求項７】
　前記消毒剤の量が０．５ｃｃであることを特徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブ
ラシ。
【請求項８】
　前記ハウジング（５１）の前記凹所（２６）が、多角形の断面形状であり、前記消毒部
分（２２、２１’、２１’’、２２’’’、４７、４７’）が、前記凹所（２６）内で周
方向に圧縮されていることを特徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項９】
　前記ハウジング（２１、２１’、５１）が、その外面上に、メスルアーに関する前記ハ
ウジング（２１、２１’、５１）の回転の程度を示すために、突き出した指標バー（２９
）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微生物洗いブラシに関する。より詳細には、本発明は、メスルアーと、清掃
可能なバルブ・コネクタを含む任意のメスルアータイプのコネクタとのための微生物洗い
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ブラシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、通常の病院の環境では、メスルアーは、薬剤の送達及び静脈注射のため
のカテーテル及び延長ライン・セットで使用される。しばしば、カテーテルは、カテーテ
ルを介して患者に流体を送達するためのカテーテルに取り付けられた延長ラインや患者に
配置される。一般的に、時間が経過すると、延長ライン・セットは、新しい延長ライン・
セットと交換することが必要になる。交換が必要になると、現在の手技では、最初にカテ
ーテルから延長ライン・セットを取り外す。次に、カテーテル上の既存の雌カテーテル・
ハブを、アルコール処理パッドで拭いて、メスルアーの接触面を清潔にする。その後、新
しい延長ライン・セットをメスルアーに連結する。
【０００３】
　メスルアーが完全に清潔にされないと、感染率が高くなる。延長ライン・セット上の異
なる入口点、例えば、針なしのコネクタでの連結点における連結及び連結解除にも同じこ
とが言える。
【０００４】
　現在のところ、新しい滅菌の延長ライン・セットを再連結する前にメスルアーを清潔に
することに具体的に取り組む製品は市場で知られていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の一目的は、延長セットを受けるためにメスルアーを消毒するため
の単純で経済的な装置を提供することである。
【０００６】
　本発明の他の目的は、メスルアー又は同様の清掃可能なルアーを清潔にするための滅菌
装置を提供することである。
【０００７】
　本発明の他の目的は、延長セットの連結中にメスルアーを消毒するために、比較的単純
な滅菌の使い捨ての装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　簡潔に言えば、本発明は、消毒剤を含浸させた発泡材料の形状の消毒部分を採用してお
り、その発泡材料内に、回転させて清潔にするためにメスルアーなどが挿入される。
【０００９】
　さらに、消毒部分は、ユーザが、手の指を使って消毒部分を操作することができるハウ
ジング内に配置される。この点において、消毒部分は、メスルアーを消毒部分中に挿入し
た後、ハウジング、したがって消毒部分をルアーの表面の周りでユーザによって回転させ
ることができるように、例えば接着剤によってハウジング内に固定される。ハウジングは
又、使用中のルアーの周りにおけるハウジングの完全な回転の数をユーザに示すために表
示も備える。
【００１０】
　消毒部分をハウジング中に固定した後で、着脱可能な蓋は、使用前の消毒部分の滅菌性
を維持するためにハウジング上に配置される。
【００１１】
　具体的には、本発明は、凹所を形成するハウジングと、該凹所中に配置された発泡材料
製の消毒部分と、該消毒部分中の消毒剤を備えた、微生物洗いブラシを提供する。
【００１２】
　ハウジングは、手の２、３本の指を使用して簡単に扱われるように寸法設定されている
。さらに、ハウジングは、該ハウジングの凹所内の消毒部分中にメスルアーを簡単に挿入
することができるように寸法設定されている。
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【００１３】
　一実施例では、消毒部分は、メスルアーの外側表面を包むための環状部分と、メスルア
ーの内部を滅菌するための、メスルアーの中心通路内に挿入するための中心部分とを備え
る。
【００１４】
　発泡材料製の消毒部分は、半閉鎖親水性メディカルグレードポリウレタンフォームなど
、任意の適切な材料製とすることができる。フォーム材料は、独立気泡体、連続気泡体又
は半閉鎖気泡体でもよい。
【００１５】
　消毒剤は、任意の適切なタイプのものでよく、発泡材料の消毒部分の寸法に応じた任意
の適切な量である。例えば、０．２０ｃｃから０．７５ｃｃ、好ましくは０．５０ｃｃの
量の２％グルコン酸クロルヘキシジン（クロルヘキシジン溶液）を含有する水溶液が使用
される。
【００１６】
　洗いブラシは、周囲環境から凹所及び消毒部分を封止するために、又ハウジング内の消
毒部分を無菌状態に保つために、又消毒部分が乾燥するのを避けるために、蓋を備えるこ
ともできる。蓋は、ブラシを使おうとするときに蓋をハウジングから取り外すことを容易
にするために、引き手を備えることもできる。
【００１７】
　通常の動作の際には、ハウジング内で消毒部分の端部を露出するために、蓋をブラシか
ら取り外す。次いで、ブラシは、露出したメスルアー、すなわち、針なしのコネクタを覆
うように配置され、回転させられ、例えば完全に２度旋回させられる。回転中に、ブラシ
は、メスルアーが底に達するまでそのルアー上に自動的にねじ込まれる。例えば、完全な
２回転が完了した後、ブラシをルアーから摺動させることによって取り外し、標準的な病
院の規約に従って廃棄することができる。
【００１８】
　本発明のこれらの及び他の目的及び利点は、添付の図面と併せて以下の詳細な説明から
より明らかになるであろう。
【実施例】
【００１９】
　図１及び図２を参照すると、微生物洗いブラシ２０は、ハウジング２１、消毒部分２２
の形状の消毒部分、蓋２３を備える。
【００２０】
　図３及び図４を参照すると、ハウジング２１は、カップ形のものであり、開放端を有す
る円筒形の凹所２６を形成するように、ベース２４及びベース２４と一体のリング２５か
ら形成される。ハウジング２１は、射出成形によって作製され、ポリプロピレンなど、ア
ルコールと相溶性のある材料から作製される。
【００２１】
　図４に示すように、凹所２６は、ハウジング２１の長手方向軸線と同軸である。ハウジ
ング２１の全体の寸法は、手の指２、３本を使用してハウジング２１を簡単に扱い回転さ
せることができるようになっている。例えば、ハウジング２１は、外径１．８４２ｃｍ（
０．７２５インチ）、長さ１．６５１ｃｍ（０．６５０インチ）でよい。
【００２２】
　図３を参照すると、ハウジング２１は、把持面を提供するように、リング２５の外面に
複数のリブ２７を有する。他の任意の適切なタイプのギザギザを使用することもできる。
ハウジング２１は又、消毒部分２２（図示せず）が凹所２６内で回転するのを防止するよ
うに消毒部分２２を係合させるために、凹所２６中で延びる、リング２５の内面上の複数
のリブ２８も含む。
【００２３】
　或いは、消毒部分２２を、ハウジング２１内での回転に対抗して、接着固定することが
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できる。
【００２４】
　図４を参照すると、ハウジング２１は、使用時のハウジング２１の回転の程度、具体的
には、ブラシ２０が使用中に回転した回転数を示すために、例えば突き出した指標バー２
９の形状の表示を外面に備える。
【００２５】
　図５を参照すると、ハウジング２１は、その上に蓋２３をヒート・シールするための、
凹所２６に対して同心の環状のボス３０を一端に有する。この点において、蓋２３は、ボ
ス３０を介してポリプロピレンのハウジング２１に簡単にヒート・シールする材料で被覆
されている、打抜きのフォイル状の蓋である。図１に示すように、蓋２３は、引き手３１
を備え、その引き手３１は、蓋２３から延び、又蓋２３をハウジング２１から手動で取り
外すのを容易にするために、ハウジング２１から延びる。
【００２６】
　図６を参照すると、同様の符号は上記と同様の部品を指し、ハウジング２１’を２部片
構成で作ることもできる。例えば、ハウジング２１’は、リング２５’を固定した関係で
受けるベース２４’を含む。図示のように、ベース２４’は、ショルダ状の環状部分３２
を有し、その環状部分３２は、ベース２４’及びリング２５’によって滑らかな外側表面
がもたらされるように、埋め込まれるようにしてリング２５’を受ける。
【００２７】
　さらに、リング２５’は、その中に消毒部分２２（図示せず）を保持するために、ベー
ス２４’の反対側の端部に内向きのリップ３３を備える。
【００２８】
　図４及び図７を参照すると、消毒部分２２は、発泡材料、例えば、射出成形された構造
のものであるか、又は消毒部分２２を発泡シートから打抜いたものでよい。消毒部分２２
は、ハウジング２１の開放端に露出するように、ハウジング２１に取り付けられる。
【００２９】
　消毒部分２２の遠位端３４は、平坦であり、ハウジング２１の開放端内にわずかに引っ
込んでおり、消毒部分２２の近位端は、平坦であり、適切な接着剤でハウジング２１のベ
ース２４上に固定することができる。典型的には、消毒部分２２は、外径が１．４２９ｃ
ｍ（９／１６インチ）である。
【００３０】
　消毒部分２２は、環状部分３５及び環状部分３５内で平坦な端部を有する中心部分３６
を含む。中心部分３６の平坦な端部は、図７に示すように、環状部分３５の端部と同一平
面にあってもよく、図４及び図８に示すように、環状部分３５内に引っ込んでいてもよい
。
【００３１】
　図８に示すように、消毒部分の２つの部分３５、３６は、それらの間に環状の隙間３７
を形成するように、円周方向に間隔をあけて配置される。さらに、環状部分３５は、メス
ルアー４０のための隙間３７への細くなる入口を設ける円錐形の内側に向いた面３４を有
し、中心部分３６は、円錐形の外側表面３９を有し、その外側表面３９は、メスルアー４
０のテーパ部と係合するための６％のテーパ部を有するように形成される。
【００３２】
　消毒部分２２の外部は、ハウジング２１内での消毒部分２２の回転を防止するように、
ハウジング２１の内部のリブ２８（図３参照）と適合し噛合うように形成することができ
る。
【００３３】
　消毒部分２２は、適度な吸収率の、半閉鎖気泡である、親水性ポリウレタンの医療用レ
ベルの発泡体からできている。その発泡体の構成及び寸法は、例えば０．５ｃｃの消毒溶
液を溶液が漏れることなしに保持するようになっている。
【００３４】
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　洗いブラシ２０の組立て中には、消毒部分２２を最初にハウジング２１内に固定し、次
いで、それに消毒溶液を浸透させる。その後、蓋２３をハウジング２１に固定する。
【００３５】
　図８を参照すると、消毒部分２２は、外周面４１、中心通路４２及び通路４２の周りの
フランジ４３を有するメスルアー４０と共に使用されるように寸法設定される。図示のよ
うに、消毒部分２２の環状部分３５は、メスルアー４０の外側表面４１を包み、拭くよう
に寸法設定され、中心部分３６は、通路４２を拭くためにメスルアー４０の通路４２中に
移動するように寸法設定される。
【００３６】
　通常の動作の際には、蓋２３を取り外して、消毒部分２２を露出させ、メスルアー４０
を覆うようにブラシ２０を配置し、ルアー４０が消毒部分２２の２つの部分３５と３６の
間の隙間３７に挿入される。消毒部分２２の円錐形の入口部分３８は、ブラシ２０をルア
ー４０上で中心合わせすることを容易にする。
【００３７】
　次に、ブラシ２０を回転させる。消毒部分２２の環状部分３５及び中心部分３６によっ
て形成された、隙間３７のベース部においてルアー４０が底に達するまで、ブラシ２０の
回転により、消毒部分２２の自動ねじ込みがルアー４０の通路４２中に引き起こされる。
典型的には、ブラシ２０は３６０度２回転する。２度の完全な回転が完了する際には、ブ
ラシ２０をルアー４０から摺動させることによってブラシ２０を取り外し、廃棄すること
ができる。
【００３８】
　洗いブラシ２０のハウジング２１は、蓋２３によって封止されているときは、消毒部分
２２が完全に乾かないように保護し、蓋２３を除去した後には、メスルアーなどの周りで
消毒部分２２が拭くための便利なホルダとして働く。
【００３９】
　図９を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、消毒部分２２’の中心
部分３６は、図８に示すような平坦な面ではなく、丸い端部すなわちクラウン４４を備え
ることができる。丸いクラウン４４は、具体的には、洗いブラシ２０を使用して平坦な端
部など（図示せず）を有する清掃可能なルアーを清潔にする場合に有用である。その場合
、クラウン４４の頂部が最初に、先端部分同士で清掃可能なルアーの平坦な端部に接触す
ることになる。次いで、ブラシ２０がさらにルアーに押し付けられると、クラウン４４が
圧縮することになり、それにより消毒部分２２’の中心部分３６を圧縮する。次いで、ブ
ラシが回転すると、そのときに圧縮されている中心部分３６の表面とルアー表面の間でこ
すり洗いの動作が起きる。
【００４０】
　図１０を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、環状部分３５と中心
部分３６の間の隙間なしに、消毒部分２２’’を構築することができる。この実施例では
、２つの部分３５、３６は、互いに連続し、ルアーを受けるための隙間ではなくスリット
４５を形成する。さらに、中心部分３６は、環状部分３５と同一の広がりを有し、すなわ
ち、中心部分３６は引っ込んでおらず、環状部分３５に小さい隙間をもたらすようにスリ
ット４５に対する入口端部で円錐形にテーパの表面４６を備える。
【００４１】
　図１１を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、消毒部分２２’’’
を、図８のような円錐形の入口部分なしに、中心部分３６の深さ全体を延びる、環状部分
３５と中心部分３６の間の環状の隙間３７を有して構築することができる。
【００４２】
　図１２を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、消毒部分４７は、互
いに連続した２つの部分３５、３６を有する、スリット４５を形成するような打抜きのも
のである。図示のように、スリット４５は、消毒部分４７の表面から延び、消毒部分４７
の後方端部から少し短いところで終端する。或いは、スリット４５は、図１３に示すよう
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に、消毒部分４７’中を通って完全に延びることができる。又、図１４に示すように環状
部分３５を越えて延びるように、中心部分３６を環状部分３５に関して押し出すことがで
きる。この後者の場合には、中心部分３６の露出した後方端部は、ハウジング２１のベー
ス２４（図４参照）中に形成された凹所４９中に延び、接着剤によってその中に固定する
ことができる。
【００４３】
　図１５を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、ハウジングのリング
２５は、蓋２３（図４参照）を適位置に固定するための接着剤を受けるために、荒い感触
にされた平坦な表面５０を有するように形成することもでき、蓋２３を適位置にヒート・
シールすることもできる。
【００４４】
　図１６から図１８を参照すると、同様の参照符号は上記と同様の部品を指し、ユーザの
手の指でより簡単に把持するための連続した複数の平坦な表面５２を提供するように、ハ
ウジング５１を六角形の断面など、多角形の外側断面を有するように作ることができる。
これらの表面５２は、把持を容易にするために、荒い感触にするか又は粗面仕上げにする
ことができる。又、１つ又は複数の平坦な表面は、製造業者のロゴなどの表示を備えるこ
とができる。
【００４５】
　ハウジング５１は、開放端に、上述のように、やはり蓋２３を受けるための面５０を形
成するように提供された、短いフランジ５３を有する。
【００４６】
　さらに、ハウジング５１は、複数の平坦な壁面５４を提供するように、外側断面に相補
的な多角形の形状である凹所２６を有する。凹所２６及び壁面５４は、圧縮された状態の
消毒部分２２を受けいれるように寸法設定される。すなわち、直径１．４２９ｃｍ（９／
１６インチ）の円筒形の消毒部分２２の場合、対向して配置された壁面５４は、１．２７
０ｃｍ（０．５００インチ）間隔をあけて配置され、壁面５４によって形成された、対向
して配置された角５５は、１．４０５ｃｍ（０．５５３インチ）間隔をあけて配置される
。したがって、消毒部分２２は、凹所２６内で周方向に圧縮される。
【００４７】
　ルアーがハウジング５１の消毒部分２２中に挿入されるときに、ハウジング５１中に配
置されているときの消毒部分２２上に押し付けられた圧縮の程度により、消毒部分がルア
ー表面をこすり洗いの動作で拭く。
【００４８】
　洗いブラシ２０を、様々な様式に変更することができる。例えば、清潔にしようとする
装置が中心通路を有しない場合は、洗いブラシ２０の消毒部分２２を中心部分３６なしに
作ることができる。この実施例では、洗いブラシは、装置の端部を覆うように配置され、
次いで、消毒する目的で洗いブラシを装置の端部上にねじ込むように回転する。又、この
実施例では、ハウジング中で周方向に圧縮されるようにして取り付けられた消毒部分を有
することは、装置上で洗いブラシの消毒する動作を容易にすることになる。
【００４９】
　したがって、本発明は、簡単に扱われ、簡単な方式でメスルアーを消毒することができ
る装置を提供する。さらに、本発明は、メスルアーの内部を消毒することができる装置を
提供する。これは、メスルアーの通路中に簡単に挿入することができない布地タイプの拭
き取りようのものに対して特別の利点である。
【００５０】
　本発明はさらに、使用準備ができるまで無菌状態で収容され、使用時に簡単に操作する
ことができる、ルアーの汚染除去のための消毒溶液を含浸させた消毒部分を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明による微生物洗いブラシの斜視図である。
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【図２】図１の洗いブラシの分解図である。
【図３】図２の洗いブラシのハウジングの斜視図である。
【図４】図１の洗いブラシの断面図である。
【図５】図４のハウジングの表面の詳細図である。
【図６】本発明による変更されたハウジングの断面図である。
【図７】図２の洗いブラシの消毒部分の斜視図である。
【図８】メスルアーが本発明による洗いブラシの消毒部分中に挿入されようとする図であ
る。
【図９】本発明による変更された消毒部分の断面図である。
【図１０】本発明によるさらに変更された消毒部分の断面図である。
【図１１】本発明によるさらに変更された消毒部分の断面図である。
【図１２】本発明による打抜き消毒部分の断面図である。
【図１３】本発明による変更された打抜き消毒部分の断面図である。
【図１４】本発明によるさらに変更された打抜き消毒部分の断面図である。
【図１５】閉鎖蓋を受けるための変更されたハウジングの表面を示す図である。
【図１６】本発明による変更されたハウジングの側面図である。
【図１７】図１６のハウジングの後方閉鎖端部の図である。
【図１８】図１６のハウジングの正面の開放端の図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月12日(2012.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹所を形成し開放端を有するハウジングと、
　前記凹所に配置され前記ハウジングの前記開放端に露出された、発泡材料の消毒部分と
、
　前記消毒部分中の消毒剤とを有することを特徴とする微生物洗いブラシ。
【請求項２】
　前記凹所が、複数の平坦な壁面を有する多角形の形状であることを特徴とする請求項１
に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項３】
　前記ハウジングが、連続した複数の平坦な表面を提供するように、多角形の外側断面を
有することを特徴とする請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項４】
　前記凹所が、前記多角形の外側断面に相補的な多角形の形状であることを特徴とする請
求項３に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項５】
　前記多角形が、六角形である請求項３に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項６】
　前記ハウジングが、前記開放端を囲むフランジを有することを特徴とする請求項１に記
載の微生物洗いブラシ。
【請求項７】
　前記ハウジングが、前記凹所に前記消毒部分を保持するために、内向きのリップを備え
ることを特徴とする請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項８】
　前記凹所及び前記壁面が、圧縮された状態の前記インサートを受け入れるように寸法設
定されることを特徴とする請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項９】
　前記発泡材料の消毒部分が、前記ハウジング内で周辺から押圧されることを特徴とする
請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項１０】
　前記ハウジング上に着脱可能に取り付けられ、前記凹所及び前記消毒部分を封止する蓋
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項１１】
　前記発泡材料の消毒部分が、スリットを有して、第１部分と第２部分とを形成すること
を特徴とする請求項１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項１２】
　前記スリットが、前記インサートの第１の表面から前記ハウジングの前記開放端に向か
って延び、前記第１の表面と反対にある前記インサートの後方端部の手前で終端すること
を特徴とする請求項１１に記載の微生物洗いブラシ。
【請求項１３】
　前記第１部分と前記第２部分とが連続していることを特徴とする請求項１１に記載の微
生物洗いブラシ。
【請求項１４】
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　前記第１部分と前記第２部分とが同一の広がりを有していることを特徴とする請求項１
１に記載の微生物洗いブラシ。
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